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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

●四つのテスト唱和 
 

●本日のお弁当 
 
 大正館 
 

●本日のお客様 

 
地区国際奉仕委員会 委員長 鈴木宏司様（半田南ＲＣ） 

 

●本日の卓上花 
 
 スイートピー 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。先週、入棺という初めての体験をさせ

ていただきまして、誠にありがとうございました。 

 今日の雑学は、「ドッグフードを猫に与えてはいけない」と

いうことをご説明させていただきます。犬のエサも猫のエサも

外的には似ていますけども、ドッグフードを猫に与えてはいけま

せん。そもそも犬は雑食で、何でも食べますけども、猫は肉食で、肉からタウリンを摂取す

る必要があります。本来、エサからタウリンを摂取できるので、猫の原子には体内でタウリ

ンを生成する酵素がありません。そのため、市販のキャットフードにタウリンが含まれてお

ります。猫にドッグフードばかりを与えていると、タウリンが欠乏するので、目の病気や心

筋症などの病気になってしまいます。 

木村徳雄会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

 ということで、ペットは可愛がっていただきたいと思いますので、よろしくお願い致しま

す。ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 県の共同募金会より赤い羽根募金運動寄付の感謝状が届い

ております。 

・ ガバナー月信 2 月号掲載のお知らせが届いております。 

・ ロータリーの友事務所より「2018-2019 年度版 ロータリー手

帳お買い上げのお願い」が届いております。例会時に回しますので、購入を希望される方

は、名簿にご記入をお願い致します。 

・ 次週の 2 月 14 日は休会となります。次回の例会は 2 月 21 日となりますので、お間違い

のないようによろしくお願い致します。尚、当日の例会終了後に第 6 回の 60 周年記念正

副委員長会議がございますので、お忘れのないようによろしくお願い致します。 

・ 本日の例会終了後に 201 号室にて第 8 回の理事会を開催致します。関係の皆様方のご出席

よろしくお願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

地区国際奉仕委員会 委員長 鈴木宏司様  本日卓話担当です。よろしくお願いします。 

平岩 辰之君  ２つの良い事がありました。皆様のおかげです。ありがとうございました。 

角谷 信二君  おもいのフライパン、全国放送おめでとう。視てビビット食べてビビット

です。 

石川 春久君  おもいのフライパンが、おもいもよらぬ新聞、テレビ全国放送のお陰で、

現地点納品迄、３年以上待って頂く事になりました。１日も早くお届け出

来る様頑張ります。ありがとうございます。 

奥田 雪雄君  １月２７～２８日、孫の百合音がお世話になりました。徳ちゃんありがと

う。来年もスキーにゆくと言ってます。よろしくお願いします。 

山中 寛紀君  今冬は例年と違い、インフルエンザの流行が長く続くようです。皆様どう

か外出後のうがいや手洗いしっかりして、予防にお努め下さい。 

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 9 名)出席者 52 名 

 出席対象者 52／61 名   出 席 率    85.25％ 

 欠席者 16 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷信二幹事 



藤関 孝典君  本日卓話講師、地区国際奉仕委員会 委員長 鈴木宏司様をご紹介させて頂

きます。 

貝田 隆彦君  先週は、職場例会で会長はじめ会員皆様にセレモニーホール碧雲までお越

し頂きまして、ありがとうございました。 

石川 鋼逸君  昨日、ＴＢＳ朝の情報番組ビビットに、おもいのフライパン紹介していた

だきました。出演者の真矢ミキさんを始め多くの出演者の皆様が、おもい

のフライパンを気にいってもらい、プライベートでも使って頂くことにな

りました。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

 ３日 藤関 孝典君   ３日 一柳  成君   ５日 森田 雅也君 

５日 新美 雅浩君  １６日 平岩 辰之君  １７日 苅谷 賢治君 

１８日 植松 敏樹君（傘寿） 

２６日 伊藤 正幸君  ２６日 梶川 光宏君 

 

奥様誕生日 

 ５日 新美 雅浩君の奥様 美由紀様   ８日 岡島 晋一君の奥様  朋子様 

１５日 新美 惣英君の奥様  直美様  １６日 鈴木きよみ君のご主人様 正徳様 

２０日 石橋 嘉彦君の奥様  里美様 

 

結婚記念日 

１１日 平岩統一郎君・和恵様  ４０年   １１日 新美 宗和君・雅代様  ３８年 

２５日 平松 則行君・啓子様  ４５年   ２６日 榊原  健君・陽子様  ４２年 

２８日 長田 銑司君・美代子様 ５５年 

 

入会記念日 

 １日 篠田 由男君 

 ３日 山口日出子君 

 ５日 杉浦 秀延君、貝田 隆彦君 

１０日 服部 弘史君、大竹 密貴君 

２７日 杉浦 栄次君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「地区国際奉仕委員会の活動状況と今後の展開」 

地区国際奉仕委員会 委員長 鈴木宏司様 

 

 改めまして、こんにちは。只今、ご紹介に与りました地区国 鈴木宏司様 



際奉仕委員会 委員長を務めさせていただいております鈴木宏司と申します。一昨年こちらに

お邪魔させていただいて、副委員長として委員会報告をさせていただきました。 

今年度の地区国際奉仕委員会の活動と今後についてということです。これが今年のラオス

事業の写真です。ラオスの事業のポイントは 5 つありまして、 

１. 地区社会奉仕委員会さん・有志クラブさんとの共同事業 

２. 名古屋東山 RC さんが地区補助金を利用しての水道施設の敷設 

３. 名古屋北 RC さんによる手洗い場の敷設 

４. 幼稚園建設と学用品配布 

５. 植樹事業 

になります。今回の反省点なのですけども、34 名参加になりまして、誰がまとめるかという

ことで、上手くまとめられなかったところです。 

 次は WFF についてです。WFF は今年で第 5 回を迎えました。その時にチケットを皆さん

にご購入いただきまして、チケット 1 枚につき 400 円のご寄付をいただいております。それ

プラス寄付などの色々なものがありまして、その費用でやらせていただいております。第 1

回、第 2 回はカンボジアのシェムリアップ支援で、水道設備や井戸、トイレを作らせていた

だきました。第 3 回はミャンマーのラシオ支援で、トイレや水のタンク、体を洗ったりする

場所を作らせていただきました。第 4 回はインドネシアのジャカルタ支援です。基本的教育

ということで、ジャカルタのスラム街にいる子供たちに勉強するための場所を提供させてい

ただきました。そして、今年はフィリピン支援事業です。マニラ近郊のケソン市にて子供た

ちが勉強できる環境を作ろうということで、5月までに完成する予定でございます。6月1日、

2 日、3 日に国際奉仕委員会のメンバーで行きますので、ご興味のある方は一緒に参加してい

ただければと思います。 

 最後にネパールにおけるグローバル補助金事業についてです。地区国際奉仕委員会とネパ

ールとの関わりは、2015 年 4 月 25 日の時に大震災がございまして、その年はいけませんで

したが翌年の 2 月に行って参りました。何をやってきたかというと、車で 2 時間半くらいか

けて山岳地帯に行きまして、雨風を凌げる状況を作ろうということで、住んでいる人たちに

100 万円分のトタン板を家庭に配布させていただきました。 

 グローバル補助金事業のポイントということで、 

  ① 地域の医療インフラの向上 

    腹腔鏡手術の機材や人工呼吸器などの提供 

  ② 遠隔地への医療（検査）活動の実施 

    モバイルヘルスキャンプの実施 

  ③ 医療と衛生について教育を行う 

    保健師の育成 

であります。予算はトータルで 1 千万円を少し超えるぐらいになります。 

 今後についてですが、2760 地区内のグローバル補助金のクラブからの申請ということで、

名古屋東 RC さんはインド、名古屋名駅 RC さんはバングラディシュ、刈谷 RC さんはタイ

で事業をやっていただきます。それから、VTT（Vocational Training Team）職業研修チー



ム、海外奨学生 4 名、世界平和フェロー2 名（世界 100 名中）にグローバル補助金を使わせ

ていただきます。 

 各クラブで国際奉仕事業をやりたいけど、どうしたらいいのだろう、何をしたらいいのだ

ろうという時には、是非、地区国際奉仕委員会へご相談ください。また、地区国際奉仕委員

会に委託していただく方法もございます。ただ、お金を払えばいいんじゃなくて、できれば 1

人でも 2 人でも参加していただけると更にいいんじゃないかと思います。 

 Facebook でも活動報告を展開しておりますので、誰でも見ていただけるようになっており

ます。もしよろしければ、1 度覗いていただけたら嬉しいと思います。 

 以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成３０年２月２４日（土） １４：００～ 

西三河分区Ｉ．Ｍ   会場：ホテルグランドティアラ安城 

平成３０年２月２８日（水）は２４日（土）の振替休会 

平成３０年３月７日（水） 

クラブフォーラム   地区社会奉仕委員会 


